
保育士資格取得特例制度による保育士資格取得ルート 
保育士資格を取得するためには、下記の通り様々なルートがありますが、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等
において、3年以上かつ4,320時間以上の実務経験を有する者（保育士資格取得特例制度の対象者の詳細は
下記をご確認ください）を対象に、保育士資格の取得に必要な単位数等を軽減するルートが設けられました。

※保育士試験を既に受験され、合格した筆記試験科目がある場合
特例制度を活用される場合は、保育士試験における合格科目との関係にご留意いただき、受講してください。
詳細は一般社団法人全国保育士養成協議会または厚生労働省のHPをご確認ください。

社会福祉

社会的養護

子ども家庭福祉

保育原理

子どもの保健

子どもの食と栄養

福祉と養護

福祉と養護

福祉と養護、子ども家庭支援論

子ども家庭支援論、乳児保育

保健と食と栄養

保健と食と栄養

「福祉と養護」の履修修了が条件

「福祉と養護」の履修修了が条件

「福祉と養護」と「子ども家庭支援論」の履修修了が条件

「子ども家庭支援論」と「乳児保育」の履修修了が条件

「保健と食と栄養」の履修修了が条件

「保健と食と栄養」の履修修了が条件

試験免除科目 特例教科目 免除となる条件

1.保育士資格取得特例制度の対象者（2021年保育士試験の場合）

2.保育士試験免除科目と特例教科目との対応について

保育士資格取得特例制度の対象者は、次のすべての要件を満たす方となります。

1.幼稚園教諭免許状の取得者

2.幼稚園教諭免許を取得後に、下記に掲げる施設で、「3年以上」かつ「実労働時間が4,320時間以上」の実務経験者　
　※実務経験は複数施設における合算でも可能です。

　①幼稚園（特別支援学校幼稚部を含む）、②認定こども園、③保育所、④小規模保育事業、⑤事業所内保育事業、
　⑥公立の認可外保育施設、⑦離島その他の地域において特例保育を実施する施設、
　⑧幼稚園併設型認可外保育施設、⑨認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
　ただし、⑨は次の施設を除く
　　ア．当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり（入所児童の保護者と日単位または時間単位で不定期に契約し、保育サービ
　　　 スを提供するもの）による施設
　　イ．当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部または一部の利用による施設
　　ウ．平成17年以降で上記の証明書が交付されてからの勤務期間、勤務時間が対象です。上記の証明書が交付される以前、または交
　　　 付されていない期間の勤務期間及び勤務時間は含まれません。
◆保育士試験受験申請の際には、実務経験を証明する実務証明書が必要となります。
　実務証明書は、ご自身で勤務された幼稚園等で発行いただき、保育士試験受験申請までにご準備ください。
◆特例制度対象施設等に該当するかについては、施設所在の都道府県の保育主管課にお問い合わせください。

通常の
保育士資格
取得 保育士養成施設で科目履修

所定の単位履修により養成施設卒業

保育士試験受験
筆記試験9科目と実技試験を受験
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録

※試験免除科目と特例教科目との対
応は下記をご参照ください。

筆記試験9科目のうち3科目（教育
原理、保育の心理学、保育実習理
論）と実技試験が免除

筆記試験9科目のうち6科目（社会
福祉、社会的養護、子ども家庭福
祉、保育原理、子どもの保健、子ど
もの食と栄養）が免除

保育士試験

❶幼稚園教諭免許状取得による免除

❷特例教科目履修により免除 保
育
士
試
験
合
格
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幼稚園教諭
免許状を有
し、幼稚園等
において3年
以 上 か つ
4,320時間
以上の実務
経験を有す
る者

特例教科目履修

（履修単位：8単位）
❶福祉と養護(2単位)
❷子ども家庭支援論(2単位)
❸保健と食と栄養(2単位)
❹乳児保育(2単位)

P3

大原で
学べます

筆記試験・
実技試験免除
により合格

保育士
試験申込 筆記試験・実技試験に合格

卒業により資格取得

※ご希望のスクーリング会場へご郵送ください。（「福祉と養護」、「子ども家庭支援論」、「保健と食と栄養」を個別でお申込みされる方は、お近くの受講会場へご郵送ください。）
郵送でのお申込みの場合、事前に受講料（P11参照）をお振込みいただき、受講申込書・申込手続に必要な書類（P10参照）と振込控え（コピー可）を受講会場へ郵送いただく必要がございます。

受講会場

水道橋会場・池袋会場・
新宿会場・町田会場

金沢会場

［2021年7月1日現在］

〒060-0806 札幌市北区北6条西8丁目　学校法人大原学園札幌校 北海道銀行　札幌駅前支店　普通1008730　学校法人大原学園札幌校

〒101-0065 東京都千代田区西神田2-2-10　学校法人大原学園東京校 三菱UFJ銀行　神保町支店　普通4660872　学校法人大原学園東京校

〒190-0014 東京都立川市緑町４番８　学校法人大原学園立川校 りそな銀行　立川支店　普通1960844　学校法人大原学園立川校

〒221-0825 横浜市神奈川区反町1-8-14　学校法人大原学園横浜校 横浜銀行　横浜駅前支店　普通6114998　大原学園横浜校

〒260-0045 千葉市中央区弁天1-16-2　学校法人大原学園千葉校 千葉興業銀行　千葉駅前支店　普通1095933　大原学園千葉校

〒330-0802 さいたま市大宮区宮町4-13-2　学校法人大原学園大宮校 武蔵野銀行　大宮支店　普通1058254　大原学園大宮校

〒370-0846 高崎市下和田町5-3-16　学校法人大原学園高崎校 東和銀行　高崎支店　普通3132580　大原学園高崎校

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内２-８-８　学校法人大原学園甲府校 山梨県民信用組合　本店営業部　普通1327755　学校法人大原学園甲府校

〒920-0031 金沢市広岡1-1-15　学校法人大原学園金沢校 北國銀行　英町支店　普通093610　学校法人大原学園

〒910-0005 福井市大手2丁目9-1　学校法人大原学園福井校 福井銀行　本店営業部　普通6068478　学校法人大原学園福井校

〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-6-2　学校法人大原学園難波校 三井住友銀行　難波支店　普通7839541　学校法人大原学園難波校

〒812-0026 福岡市博多区上川端町14-13　学校法人大原学園福岡校 西日本シティ銀行　博多支店　普通1141427　学校法人大原学園　大原簿記情報専門学校福岡校

甲府会場

千葉会場・津田沼会場

福岡会場・熊本会場

2021年11月26日

（全国のスクーリング実施会場の窓口） 全国のスクーリング実施会場の窓口で手続きが可能です。

受講申込書・申込手続に必要な書類（P10参照）に受講料（銀
行振込の場合は振込控え（コピー可））を添えて、受付窓口にご
提出ください。

下記を参照の上、あらかじめ受講料を振り込み後、受講申込書・
申込手続に必要な書類（P10参照）と振込控え（コピー可）を受
講会場へ郵送ください。
※ご希望のスクーリング会場へご郵送ください。（「福祉と養護」、「子ども家庭支援論」、「保
健と食と栄養」を個別でお申込みされる方は、お近くの受講会場へご郵送ください。）

②大原の受講申込書・申込手続に必
要な書類（P10参照）、申込控えと
ともに大原受付窓口へご提出くだ
さい。
全国のスクーリング実施会場の窓口
で手続きが可能です。

●開講月ごとに申込期限があります。受付窓口で申込む場合は申込期限当日まで、
郵送で申込む場合には申込期限当日の消印有効となります。（P5参照）

③現金、クレジットカードまたはデビットカードでのお支払いは、一部お取扱いしていない校舎がございます。また、
専門課程及び集中資格取得コースのお申込みにはご利用できません。詳しくはお申込み校舎の受付窓口ま
でお問い合わせください。

（今後の消費税率の変更等を理由に受講料等を改定する場合がございます。）

　た、最少開講人数（6名）に達しない場合には、別のクラスへのご案内をさせて
頂く場合もございます。

10

【梅田校へご郵送ください】

 〒530-0051 大阪市北区太融寺町2-14　学校法人大原学園梅田校
三菱UFJ銀行　梅田新道支店　普通1183906　学校法人大原学園梅田校
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保育士資格取得特例制度による保育士資格取得ルート 
保育士資格を取得するためには、下記の通り様々なルートがありますが、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等
において、3年以上かつ4,320時間以上の実務経験を有する者（保育士資格取得特例制度の対象者の詳細は
下記をご確認ください）を対象に、保育士資格の取得に必要な単位数等を軽減するルートが設けられました。

※保育士試験を既に受験され、合格した筆記試験科目がある場合
特例制度を活用される場合は、保育士試験における合格科目との関係にご留意いただき、受講してください。
詳細は一般社団法人全国保育士養成協議会または厚生労働省のHPをご確認ください。

社会福祉

社会的養護

子ども家庭福祉

保育原理

子どもの保健

子どもの食と栄養

福祉と養護

福祉と養護

福祉と養護、子ども家庭支援論

子ども家庭支援論、乳児保育

保健と食と栄養

保健と食と栄養

「福祉と養護」の履修修了が条件

「福祉と養護」の履修修了が条件

「福祉と養護」と「子ども家庭支援論」の履修修了が条件

「子ども家庭支援論」と「乳児保育」の履修修了が条件

「保健と食と栄養」の履修修了が条件

「保健と食と栄養」の履修修了が条件

試験免除科目 特例教科目 免除となる条件

1.保育士資格取得特例制度の対象者（2021年保育士試験の場合）

2.保育士試験免除科目と特例教科目との対応について

保育士資格取得特例制度の対象者は、次のすべての要件を満たす方となります。

1.幼稚園教諭免許状の取得者

2.幼稚園教諭免許を取得後に、下記に掲げる施設で、「3年以上」かつ「実労働時間が4,320時間以上」の実務経験者　
　※実務経験は複数施設における合算でも可能です。

　①幼稚園（特別支援学校幼稚部を含む）、②認定こども園、③保育所、④小規模保育事業、⑤事業所内保育事業、
　⑥公立の認可外保育施設、⑦離島その他の地域において特例保育を実施する施設、
　⑧幼稚園併設型認可外保育施設、⑨認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
　ただし、⑨は次の施設を除く
　　ア．当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり（入所児童の保護者と日単位または時間単位で不定期に契約し、保育サービ
　　　 スを提供するもの）による施設
　　イ．当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部または一部の利用による施設
　　ウ．平成17年以降で上記の証明書が交付されてからの勤務期間、勤務時間が対象です。上記の証明書が交付される以前、または交
　　　 付されていない期間の勤務期間及び勤務時間は含まれません。
◆保育士試験受験申請の際には、実務経験を証明する実務証明書が必要となります。
　実務証明書は、ご自身で勤務された幼稚園等で発行いただき、保育士試験受験申請までにご準備ください。
◆特例制度対象施設等に該当するかについては、施設所在の都道府県の保育主管課にお問い合わせください。

通常の
保育士資格
取得 保育士養成施設で科目履修

所定の単位履修により養成施設卒業

保育士試験受験
筆記試験9科目と実技試験を受験
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録

※試験免除科目と特例教科目との対
応は下記をご参照ください。

筆記試験9科目のうち3科目（教育
原理、保育の心理学、保育実習理
論）と実技試験が免除

筆記試験9科目のうち6科目（社会
福祉、社会的養護、子ども家庭福
祉、保育原理、子どもの保健、子ど
もの食と栄養）が免除

保育士試験

❶幼稚園教諭免許状取得による免除

❷特例教科目履修により免除 保
育
士
試
験
合
格

保
育
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幼稚園教諭
免許状を有
し、幼稚園等
において3年
以 上 か つ
4,320時間
以上の実務
経験を有す
る者

特例教科目履修

（履修単位：8単位）
❶福祉と養護(2単位)
❷子ども家庭支援論(2単位)
❸保健と食と栄養(2単位)
❹乳児保育(2単位)

P3

大原で
学べます

筆記試験・
実技試験免除
により合格

保育士
試験申込 筆記試験・実技試験に合格

卒業により資格取得

※ご希望のスクーリング会場へご郵送ください。（「福祉と養護」、「子ども家庭支援論」、「保健と食と栄養」を個別でお申込みされる方は、お近くの受講会場へご郵送ください。）
郵送でのお申込みの場合、事前に受講料（P11参照）をお振込みいただき、受講申込書・申込手続に必要な書類（P10参照）と振込控え（コピー可）を受講会場へ郵送いただく必要がございます。

受講会場

水道橋会場・池袋会場・
新宿会場・町田会場

金沢会場

［2021年7月1日現在］

〒060-0806 札幌市北区北6条西8丁目　学校法人大原学園札幌校 北海道銀行　札幌駅前支店　普通1008730　学校法人大原学園札幌校

〒101-0065 東京都千代田区西神田2-2-10　学校法人大原学園東京校 三菱UFJ銀行　神保町支店　普通4660872　学校法人大原学園東京校

〒190-0014 東京都立川市緑町４番８　学校法人大原学園立川校 りそな銀行　立川支店　普通1960844　学校法人大原学園立川校

〒221-0825 横浜市神奈川区反町1-8-14　学校法人大原学園横浜校 横浜銀行　横浜駅前支店　普通6114998　大原学園横浜校

〒260-0045 千葉市中央区弁天1-16-2　学校法人大原学園千葉校 千葉興業銀行　千葉駅前支店　普通1095933　大原学園千葉校

〒330-0802 さいたま市大宮区宮町4-13-2　学校法人大原学園大宮校 武蔵野銀行　大宮支店　普通1058254　大原学園大宮校

〒370-0846 高崎市下和田町5-3-16　学校法人大原学園高崎校 東和銀行　高崎支店　普通3132580　大原学園高崎校

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内２-８-８　学校法人大原学園甲府校 山梨県民信用組合　本店営業部　普通1327755　学校法人大原学園甲府校

〒920-0031 金沢市広岡1-1-15　学校法人大原学園金沢校 北國銀行　英町支店　普通093610　学校法人大原学園

〒910-0005 福井市大手2丁目9-1　学校法人大原学園福井校 福井銀行　本店営業部　普通6068478　学校法人大原学園福井校

〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-6-2　学校法人大原学園難波校 三井住友銀行　難波支店　普通7839541　学校法人大原学園難波校

〒812-0026 福岡市博多区上川端町14-13　学校法人大原学園福岡校 西日本シティ銀行　博多支店　普通1141427　学校法人大原学園　大原簿記情報専門学校福岡校

甲府会場

千葉会場・津田沼会場

福岡会場・熊本会場

2021年11月26日

（全国のスクーリング実施会場の窓口） 全国のスクーリング実施会場の窓口で手続きが可能です。

受講申込書・申込手続に必要な書類（P10参照）に受講料（銀
行振込の場合は振込控え（コピー可））を添えて、受付窓口にご
提出ください。

下記を参照の上、あらかじめ受講料を振り込み後、受講申込書・
申込手続に必要な書類（P10参照）と振込控え（コピー可）を受
講会場へ郵送ください。
※ご希望のスクーリング会場へご郵送ください。（「福祉と養護」、「子ども家庭支援論」、「保
健と食と栄養」を個別でお申込みされる方は、お近くの受講会場へご郵送ください。）

②大原の受講申込書・申込手続に必
要な書類（P10参照）、申込控えと
ともに大原受付窓口へご提出くだ
さい。
全国のスクーリング実施会場の窓口
で手続きが可能です。

●開講月ごとに申込期限があります。受付窓口で申込む場合は申込期限当日まで、
郵送で申込む場合には申込期限当日の消印有効となります。（P5参照）

③現金、クレジットカードまたはデビットカードでのお支払いは、一部お取扱いしていない校舎がございます。また、
専門課程及び集中資格取得コースのお申込みにはご利用できません。詳しくはお申込み校舎の受付窓口ま
でお問い合わせください。

（今後の消費税率の変更等を理由に受講料等を改定する場合がございます。）

　た、最少開講人数（6名）に達しない場合には、別のクラスへのご案内をさせて
頂く場合もございます。
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【梅田校へご郵送ください】

 〒530-0051 大阪市北区太融寺町2-14　学校法人大原学園梅田校
三菱UFJ銀行　梅田新道支店　普通1183906　学校法人大原学園梅田校
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